
2021年10月16日 現在　入荷情報

商品名 商品名-2 ポット寸法

洋ラン オンシジューム アロハイワナガ 3F6寸

洋ラン カトレア チャーミデスミウラ 3F6寸

洋ラン カトレア パストラル・ロージー 2F6寸

洋ラン カトレア リリアンウイルソン 2F5.5寸、4F6寸

洋ラン ブルーエレガンス 5F

花鉢 カラー 5寸

花鉢 ガーベラ 4寸

花鉢 ベルギーマム ジャソーダ 6寸

花鉢 シクラメン 5寸

花鉢 ベコニア ラブミー 5寸

花鉢 リーガースベコニア 5寸

花鉢 ダリア マキシ 4寸

花鉢 フジバカマ 5寸

花鉢 バラ 3.5寸

花鉢 ミニバラ パレード 3.5寸

花鉢 プリンセチア オペラ 5寸

花鉢 シャコバサボテン 5寸

多肉植物 柱サボテン 8寸

多肉植物 花キリン 八福神 L4寸

花苗 アキランサス フィコイ 3寸

花苗 アスター ファニービクトリア 3寸

花苗 アリッサム レモン、白 3寸

花苗 ガーデンシクラメン 3寸

花苗 カーネーション シャボ 3寸

花苗 金魚草 アンテリナム 3寸

花苗 金盞花 冬しらず 3寸

花苗 クリサンセマム ノースポール 3寸

花苗 ケイトウ きもの 3寸

花苗 ケイトウ セロシア 3.5寸

花苗 サザンクロス ピンクスター 3寸

花苗 ジニア ザハラ 3.5寸

花苗 ジニア プロフュージョン・百日草 3寸

花苗 芍薬 4寸

花苗 ストック ベイビー八重、一重 3.5寸

花苗 デージー ポンポネット 3寸

花苗 テルスター 3寸
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商品名 商品名-2 ポット寸法

花苗 香りナデシコ 3.5寸

花苗 ナデシコ ピコティ、ダイアンサス 3寸

花苗 ナデシコ 八重 3.5寸

花苗 バコパ 3寸

花苗 葉牡丹 3寸

花苗 パンジー 3寸

花苗 ビオラ 3寸

花苗 ビオラ ジャンプアップ 3寸

花苗 プリムラジュリアン キャンディ、バラ咲 3寸

花苗 ベコニア ラブミー 3.5寸

花苗 ムルチコーレ ラベル 3寸

花苗 メラコ 古都さくら 3.5寸

花苗 メラコ 耐寒 3寸

花苗 もみじ葉ゼラニューム 3.5寸

果樹 朝倉サンショウ 4.5寸

果樹 スダチ リマン 4.5寸

果樹 ブルーベリー（サザンハイブッシュ系） クーパー、サミット、B・ダップリン、ケープフェア 5寸

果樹 ブルーベリー（ラビットアイ系） モンゴメリー、ブルーシャワー、B･ボンタブルー、サウスランド 5寸

果樹 ミカン せとか 4.5寸

果樹 ラズベリー インディアンサマー、ファンゴールド 5寸

果樹 レモン リスボン 4.5寸

果樹 レモン とげなしレモン 4.5寸

果樹 レモン 赤レモン 4.5寸

果樹 花柚子 4.5寸

果樹 柿 太秋 4.5寸

果樹 栗 ぽろたん 4.5寸

果樹 山桃 森口、端光、秀峰 4.5寸

果樹 獅子柚子 4.5寸

果樹 本柚子 4.5寸

果樹 栗 筑波、銀寄、国見、利平 4寸

果樹 キウイ ヘイワード、トリム 4寸

果樹 銀杏 藤九郎 4寸

果樹 紅さし梅 4寸

果樹 ぶどう スチューベン 4寸

野菜 パセリ カーリーパラマウント 3寸
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カトレア　チャーミデスミウラ カトレア　パストラル カトレア　リリアンウイルソン

オンシジューム　アロハイワナガ カラー シクラメン

ベコニア　ラブミー プリンセチア　オペラ ダリア　マキシ

フジバカマ ミニバラ ジニア　プロフュージョン

プリムラジュリアン　キャンディ プリムラジュリアン　八重咲 デージー　ポンポネット
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パンジー・ビオラ ケイトウ　きもの 香りナデシコ

葉牡丹 アスター　ファニービクトリア 芍薬

キウイ、栗 山桃 ブルーベリー

レモン ゆず ラズベリー

朝倉サンショウ ミカン　せとか ブドウ
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